
平成３０年度（第２８期）事業報告書 
               自 平成３０年 4 月 １日 

               至 平成３１年３月３１日 

 

Ⅰ．概 況 

 高梁法人会は公益社団法人として５年間、各種研修活動や税知識の普及や建設的な税制改正

の提言、地域社会貢献活動など、様々な事業の充実を図り継続事業も定着してまいりましたが、

平成３０年度は、７月豪雨によって高梁市は被災し、多くの事業が中止となりました。 

 組織基盤の面においても、廃業など会員数の減少により、引き続き組織・財政ともに厳しい

一年となりました。 

 

 

Ⅱ．公益関係 

１．税の啓発活動 

（１）税に関する研修会の開催 

   税務研修会等 

     Ｈ３０．１０．１５  「広島国税局長特別講演会」に参加 

     Ｈ３０．１１．２１  「税務署長講演会」 

     Ｈ３０．１１．１６  「年末調整説明会」 

 

（２）租税教室・広報等の実施状況 

   イ．租税教室の実施状況 

     租税教育推進協議会の協力のもと、小学校５・６年生を対象に租税教室を実施 

     Ｈ３０． ８．３０  「一日租税教室」自衛隊見学会（※豪雨災害のため中止） 

     Ｈ３１． １．２２  高梁市立高梁小学校２クラス  児童数 ５９名 

          １．２３  高梁市立巨瀬小学校１クラス  児童数 １３名 

   ロ．租税教育用の下敷き「元号についてもっと知ろう！」の作成配付 

   ハ．小学生の税に関する絵はがきコンクール 

     高梁市内の小学校１５校の５・６年生を対象に「税に関する絵はがき」を募集 

        参加校 ４校   出品作品数   ９７点 

   ニ．中学生の税についての作文展 

     租税教育推進協議会主催で、小学生を対象に書道を募集 

                 出品作品数  １１０点 

   ホ．税の啓発用マンガ本の配布 

     大蔵財務協会作成「おじいさんの赤いつぼ」を租税教室で 350 部配布 

   へ．会報の発行等の広報 

     ・「ほうじん」全法連発行：年４回（春・夏・秋・冬号） 

     ・「城下町」第８号を 1,300 部発行 

   ト．ホームページによる情報提供の実施（年間） 

 

報告事項① 

 



   チ．改正税法等の周知 

     ・税制改正のあらまし 

     ・自主点検チェックシートを活用していますか？ 

     ・軽減税率制度への対応には準備が必要です！ 

     ・「働き方」が変わります！ 

 

（３）参考資料の配賦 

 冊子「平成３０年秋・税制改正のポイント」「消費税 軽減税率スタートガイド」「助成金活用

のポイント」を全会員及び一般に配布 

 

２．税制提言活動 

 我が国経済は引き続き緩やかに拡大しているが、自律的で力強い好循環に入ったとは言い難

い。良好な企業業績や人手不足感の強まりにもかかわらず、資金や個人消費への波及力が十分

ではなく、依然としてデフレ脱却にも至っていない。 

 日銀の長期にわたる大規模金融緩和の実施にもかかわらず、２％の物価目標は再三にわたり

達成時期が延長されうえ、目標時期の明示そのものまでも取り止めてしまった。それどころか

大規模規制緩和の副作用が顕在化したことからその一部修正を余儀なくされたのは、成長戦略

が規制改革の後退などで力強さを欠き、金融政策に依存し過ぎた結果であろう。 

 国家的課題である財政健全化も後退する一方で、政府は国・地方の基礎的財政収支（プライ

マリーバランス）の黒字化目標の達成時期についても、２０２０年度から２０２５年度へ大幅

に延期をした。 

 消費増税の使途についても社会保障４経費（年金・医療・介護・子育て）に加え教育無償化

に対象を拡大したのは「社会保障と税の一体改革」の理念の逸脱であり、財政規律を大きく毀

損することを意味しよう。 

 国際経済面では、トランプ米政権の保護主義的政策が米中通商摩擦などに発展しており、我

が国にとっても看過できないリスクとなっている。ただでさえ力強さを欠く我が国経済が変調

をきたすようなことになれば、地域経済と雇用の担い手である中小企業への影響は甚大である。 

 このような状況において、財政健全化の早期達成、社会構造変化に対応した社会保障制度の

確立、中小企業向け税制措置の拡充による真の経済再生、事業承継税制の改革による地方活性

化の実現などを目指し、地元選出の衆議院議員、高梁市長、高梁市議会議長に「平成３１年度

税制改正に関する提言書」を提出した。 

 

３．経営支援活動 

  講演会・企業セミナー等企業経営に関する研修会等の開催 

   Ｈ３０． ６．１９  接遇応対セミナー（高梁支部）（参加者 1６名） 

               講 師  （有）イージス 人材育成コンサルタント 

                     佐野佐知子  氏 

   Ｈ３０． ７．１７   経営セミナー（高梁支部）（※豪雨災害のため中止） 

               演 題 「売上を劇的に伸ばすための最新 IT セミナー」 

               講 師  イーンスパイア 代表取締役 横田秀珠  氏 

   Ｈ３１． ２．２０   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ２３名） 

               演 題 「おもてなしの極意」 

               講 師  Office アイム 代表 森川あやこ  氏 



４．社会貢献活動 

（１）社会貢献活動・ボランティア活動の実施状況 

   Ｈ３０． ８． ６  平成３０年７月豪雨義援金（高梁市） 

   Ｈ３１． １．２３  高梁市有漢地域局へ折りたたみイスを寄贈（有漢支部） 

    年間を通じて「備中高梁駅花いっぱい運動」の実施 

 

（２）市民講演会等の開催 

   Ｈ３０．１２．１２  「寄せ植え講習会」 （女性部会）（参加者 ３７名） 

               講 師  妹 尾 節 子  氏 

 

（３）協賛事業 

   ・「さくらまつり」ボンボリスポンサー 

   ・「伊賀祭」 

   ・「稲荷大祭」 

   ・「マンガ絵ぶたまつり」（※豪雨災害のため中止） 

   ・「小堀遠州の世界」 

   ・「有漢町納涼ふるさと祭り」（※豪雨災害のため中止） 

   ・「風ぐるまフェスタ」 

   ・「備中ふるさと祭り」 

 

 

Ⅲ．共益関係 

１．福利厚生事業 

   組織を維持し活動するためには、会員の増強と財政の安定は不可欠であり、福利厚生活 

  動の如何が財政に与える影響には大きいものがある。 

   長引く地域経済の景気低迷や会員企業の保険に対する意識等の変化により、法人会の福 

  利厚生制度を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いているが、取扱い三社との連携 

  を一層強化しつつ、福利厚生制度の円滑な運営を目指した推進活動を行った。 

 

   福利厚生制度 保険料収入の状況（平成３１年３月３１日） ※対前年比 

     ・大同生命保険    ８４．７％ 

     ・ＡＩＧ損害保険  １１８．４％ 

     ・アフラック    １０１．６％ 

 

２．会員支援事業 

   Ｈ３０． ６．１４  青年部会報告会懇談会（参加者 １２名） 

               オモニ亭 

   Ｈ３０．１２．１０  青年部会忘年会（参加者 １２名） 

               オモニ亭 

 

 

 



３．会員増強の推進 

   期末（平成３１年３月３１日現在） 

     会 員 数     ２５３社（うち賛助会員４） 

     全法人数     ５４２社  加入率 ４６．７％ 

 

４．支部等活動状況 

   支部組織の現状  ５支部（高梁・成羽・川上・備中・有漢 支部） 

 

５．青年・女性部会活動 

   期末（平成３１年３月３１日現在） 青年部会会員数１７名 女性部会会員数４０名 

 

 

Ⅳ．管理関係 

１．諸会議 

 イ．通常総会 

  Ｈ３０． ６．２１  平成３０年度通常総会（出席者２７名、委任状１０８名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ロ．役員会 

  Ｈ３０． ５．２２  第１回役員会（出席者 １７名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ３０．１１．２１  第２回役員会（出席者 １６名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ３１． ３．１２  第３回役員会（出席者 １７名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ハ．その他の会議 

  Ｈ３０． ６．１４  青年部会報告会 （オモニ亭） 

      １１． ８  有漢支部社会貢献事業打合せ会議 （すいせん） 

      １１．２１  福利厚生制度推進会議 （高梁国際ホテル） 

 ニ．関係機関の会議・研修等 

 [県法連関係] 

  Ｈ３０． ４． ６  第１回事務局長会議 （ANA クラウンプラザホテル岡山） 

       ５．２５  第１回理事会 （岡山プラザホテル） 

       ６． ８  第１回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ６．２７  第６回定時総会 （岡山プラザホテル） 

       ７．２５  第１回女性部会連絡協議会役員会 

                       （ANA フラウンプラザホテル岡山） 

       ８． ９  第１回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ８．２１  第２回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １０． ２  AIG ビジネスガード福利厚生制度推進会議（ラヴィール岡山） 

      １０．１５  第２回理事会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １０．１９  第３５回岡山県法人会青年の集い《西大寺大会》 

                       （国立療養所長島愛生園） 



      １０．３０  第１３回岡山県法人会女性セミナー《児島大会》 

                       （倉敷せとうち児島ホテル） 

      １２．２１  第３回事務局長会議 （アークホテル岡山） 

  Ｈ３１． ２． ５  第２回女性部会連絡協議会役員会 

                       （ANA クラウンプラザホテル岡山） 

       ２．１４  第２回厚生委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ２．１４  第２回青年部会連絡協議会役員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ２．２１  第２回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ２．２６  第２回事業研修委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３． １  第３回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３．１３  第２回組織委員会 （岡山プラザホテル） 

       ３．２７  第３回理事会 （岡山プラザホテル） 

 [全法連関係] 

  Ｈ３０．１１． ８  第３２回全国法人会青年の集い《岐阜大会》 

         ～９ 

 [そ の 他] 

  Ｈ３０． ５．３０  第３０回高梁市租税教育推進協議会 定期総会（高梁税務署） 

       ６．２０  高梁税務署管内納税貯蓄組合連合会 定期総会（高梁商工会議所） 

      １１．１２  租税作品表彰式 （高梁市文化交流館 バイビジョンルーム） 

      １１．１５  平成３０年度税務署長表彰式 （高梁税務署） 

              ・高梁税務署長表彰   井上重利（理事） 

              ・高梁税務署長感謝状  西 幸子（女性部会長） 

                   〃      （公社）高梁法人会（団体） 

      １２．１２  納税貯蓄組合と税務署との意見交換会（高梁税務署） 


